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南砺市農業委員会第 32 回総会会議録

1.招集日時  令和 2 年     1 月 10 日

2.開会時刻  令和 2 年      2 月  5  日 午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  令和 2 年   2 月   5 日 午後 3 時 15 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 視聴覚室

5.委員定数  20 名

6.出席委員  20 名  

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 織田 直信 出 11 堀  文夫 出

2 鍋島 守 出 12 藤永 隆夫 出

3 中村 三郎 出 13 山本 弘 出

4 片山 昌作 出 14 山土 修一 出

5 當田 衛 出 15 齊藤 十明 出

6 杉森 桂子 出 16 上田 憲仁 出

7 林  正一 出 17 澁谷 均 出

8 中川 寿 出 18 松平 勝 出

9 荒木 健二 出 19 瀧 由記男 出

10 北島 文子 出 20 前川 十一 出

7.議事日程

第 1 議事録署名委員の指名

第 2 議案第 127 号 農地法第 3 条の規定による許可申請につい

て

   議案第 128号 農地法第 4条第 1項の規定による許可申請につい

て

議案第 129号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請につい

て

議案第 130 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

議案第 131 号 農地の地目変更登記申請の取り扱いについて
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第 3 報告第 60 号 農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書に

 ついて

   報告第 61 号 農地法第 30 条第 1 項の規定よる利用状況調査

について

8.事務局職員

事務局長 船藤 統嗣 係長 田原 雅之、副主幹 山田由紀子

9.会議の概要

事務局長

会長 

会長 

議長 

事務局 

定刻となりましたので、只今から、第 32回南砺市農業委員

会令和 2 年 2 月期の総会を開催いたします。本年もどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。本日の出席者は 20 名中 20 名の

出席で、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項に規定する

定数に達しており、総会が成立することをここにご報告させ

ていただきます。会議に先立ちまして、前川会長より挨拶方

お願いします。 

大変ご苦労様です。 

立春を過ぎまして記録的な暖冬でございますが、今朝から

雪です。国体の開催が危ぶまれておりますが問題はないと思

われます。山間地では除雪車が出動しているのではないかと

思うくらい積雪がございます。しばらくは雪の予報が続いて

いますので国体が開催されることを願っているところです。 

会に先立ちまして、議事録署名人をご指名させていただき

ます。本日の署名委員は 9 番委員、10 番委員の 2 名の方よろ

しくお願いいたします。それでは議事に入ります。 

附議議案第 127 号農地法第 3 条の規定による許可申請承認

について事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 127 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 9 件の申請がありました。面積は 田 2,406.91 ㎡

畑 2.341.00 ㎡ 計 4,747.91 ㎡です。 

受付番号 1番です。 

譲り渡し人Ａは、高齢の母と二人暮らしです。申請地は、
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事務局 果樹園地ですが、近年、譲り渡し人Ａが大病したことにより

園地の管理が困難となりました。譲り渡し人Ａには、農業後

継者となる方がいなく、知人や親戚、また申請地の隣接地内

に依頼出来る方を探していたところ、申請地周辺で耕作して

いる譲り受け人Ｂが承諾してくださり譲り渡すことになりま

した。 

受付番号 2番と 3番は同様の案件であります。 

譲り渡し人Ａは申請地を農業経営拡大に意欲のある譲り受

け人Ｂに譲り渡すものです。 

譲り渡し人Ａは現在、高齢なため近年では身体が思うよう

にならなくなり、所有している農地のことを考えると不安に

感じておりました。譲り渡し人Ａは現在、子ども夫婦と一緒

に住んでおりますが、息子夫婦は農業のことがあまり詳しく

ないため、孫娘の嫁ぎ先の兼業農家の方に相談したところ、

今回、譲り受け人Ｂに譲り渡すことにしたものです。 

受付番号 3 番につきましては、譲り渡し人Ａと譲り受け人

Ｂは同じ方で、申請地が荒廃化となっているところですが、

維持、管理等について承諾いただきましたので贈与するもの

です。 

受付番号 4番です。 

譲り渡し人Ａは、申請地を農業経営拡大に意欲のある譲り

受け人Ｂに譲り渡すものです。 

この申請地は、果樹園地でありますが、現在譲り受け人Ｂ

が実質、干柿用の柿畑として利用していることから、今回、

譲り受け人に譲り渡すものです。 

受付番号 5番です。 

次の受付番号 6 番から 9 番につきましても、全て関連して

いる案件となっております。 

譲り受け人Ａは、先月まで富山市にあります○○のシェフ

をされておりました。今回、譲り受け人Ａが自社農園での野

菜の栽培等、地産地消を追求しながら、富山の魅力を発信す

るオーベルジュの運営と地域の食資源を活かした事業の展

開、観光交流人口を増やすことでの経済効果の増加が見込ま

れると想定し、市内の山間地でのんびりと自然を楽しめられ

る場所を求めており、まずは、農地の取得からはじめること

としました。受付番号 5番の譲り渡し人Ｂ申請地 3 筆 田畑

計 561 ㎡ 受付番号 6番の譲り渡し人Ｃ申請地 9 筆 田畑

計 931.91 ㎡ 受付番号 7 番では譲り渡し人Ｄ申請地 1 筆
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

田 26 ㎡ 受付番号 8 番では譲り渡し人Ｅ申請地 1 筆 畑

697 ㎡ 受付番号 9 番では、譲り渡しＦ申請地 5 筆 田畑計

391 ㎡ 譲り渡し人総数 5 名が 総筆数 19 筆 田畑計

2,606.91 ㎡を譲り受け人Ａの自社農園および果樹園地のため

に譲り渡すものです。 

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。 

 （異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 127 号

農地法第 3 条の規定による許可申請に対し意見決定について

賛成の方は挙手を願います。 

 （全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議案へ進みます。 

議案第 128 号農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請承

認について事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 128 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 2件の申請がございました。面積は田 41㎡ 畑 201

㎡ 計 242 ㎡です。 

受付番号 1 番の申請人は、申請地 田 41 ㎡を車庫敷地とし

て申請するものです。 

申請人は、母親と申請人夫婦、子どもの三世帯家族で、所

有する車は 5台ありますが、この春、末っ子が社会人となり、

新しく車を所有することで 6台になります。現在、5台を敷地

内車庫や農機具格納庫に分散して駐車していますが、車庫は

老朽化、かつ手狭であり、子供が所有している大型車に対応

しておらず、出入りに支障を来たしている状態です。なお、

敷地内には新規に建設する場所はなく、既存の老朽化した車

庫を建て替えたいが申請地をまたいでいるため、許可後は解

体して申請地を含めて建て替える予定です。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準は隣接する

土地との一体利用と考えられます。 

受付番号 2番です。 

申請者は、申請地 畑 201 ㎡を駐車場として転用するもの

です。申請者は、地区の神社及び公民館の役員をしておりま

す。その公民館は 30年以上経過するものの、駐車スペースが

狭く、5台駐車できるか否かの状況です。この地域では 100 世

帯の住民がいるものの、高齢者の増加に伴い、集会や祭事等

の際は徒歩を余儀なくされることで、駐車場の増築を求める

意見が多く寄せられるようになり、農地を駐車場とすること

で一部を地元神社及び公民館への貸駐車場として考えるもの

です。また、近隣の住宅で家族が増えたことでの駐車場の不

足など苦慮されており、自身の農地を駐車場とすることで 1

台分を貸駐車場と申請するものです。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準は集落接続

として考えられます。 

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 128 号

農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請承認について賛成

の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議案へ進みます。 

議案第 129 号農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請承

認について事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 129 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は、4件の申請がありました。面積は田 30,557.71 ㎡

畑 12 ㎡ 計 30,569.71 ㎡ です。 
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事務局 受付番号 1番です。 

譲り渡し人Ａは申請地 田 79 ㎡を譲り受け人Ｂに農業用作

業場及び倉庫として転用するものです。 

譲り受け人Ｂは、柿農家として新規就農するため現在、既

存の施設を借りています。その他、既に建っている作業場及

び倉庫が必要となってきたため、近隣での作業場がないか知

人を通して探していました。今回、申請地は譲り渡し人Ａが

昭和 41 年から昭和 60 年頃に新築し使用していたもので、現

在、空き家状態ということで、建物の管理のみ行っておりま

した。この度、新規就農者Ｂが移住したい熱心な思いを知り、

申請地を譲ることとしたものです。この案件は、昨年 5 月の

除外申請の同意を得ているものです。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準は既存地拡

張に該当するものと考えられます。 

受付番号 2番です。 

賃貸人Ａは申請地 田 578 ㎡のうち 543.77 ㎡ 他 2 筆

田合計 2,930.71 ㎡をヘリポート設置のため一時転用するも

のです。 

賃借人Ｂは、山地面の送電線路電線張替工事を施工するた

めの仮設事務所建設をし、資材置場及び資機材の運搬にヘリ

ポートが必要なため一時的に設置するものです。 

転用期間は、令和 2年 4月 1日から令和 3年 2月 17 日まで

の 11 ヶ月間の予定です。復元方法としましては、提出されま

した計画書には、鉄板を撤去したうえで原形復旧するとし、

期間においても転用期間内に復旧させるものとして記載して

ございます。 

農地区分は農用地として判断され、転用許可基準は仮設工

作物の設置その他の一時転用に該当するものと考えられま

す。 

受付番号 3番です。 

共有名義である賃貸人Ａの方々は、田 218 ㎡ 他 13 名 田

合計 27,548 ㎡を賃借人Ｂが資材置場及び作業ヤード敷地と

して一時的に転用するものです。 

賃借人Ｂは、東海北陸自動車道 4 車線化事業に伴う高架橋

の旅川橋工区で 1 橋 山田川橋工区で 1 橋、清水高架橋工区

で 1 橋を造るため、円滑な作業を行うことを目的とし、施工

箇所近隣の沿道の場所で資材置場及び作業ヤード敷地が必要

不可欠となったため、申請するものです。 
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事務局 

議長 

委員 

事務局長

この工期は、令和 2年 3月 1日から令和 4年 2月 28 日まで

の 2 年間の予定であると賃貸契約書に記載してございます。

毎月それぞれが契約した額を月末までに指定する口座に支払

いするものとし、農地の復元誓約書及び復元計画書には復元

期間として令和 4年 1月 4日から令和 4年 2月 28 日までには

完了させるということが記載してございます。こちらの案件

につきましては、3,000 ㎡以上ということで、富山県の農業会

議諮問案件となり、来週、現地確認を実施予定であります。 

農地区分は農用地として判断され、転用許可基準は仮設工

作物の設置その他の一時転用に該当するものと考えられま

す。 

受付番号 4番です。 

譲り渡し人Ａは申請地 畑 12 ㎡を譲り受け人Ｂへ道路と

して転用するものです。 

申請地の近隣の民家跡地及び公衆用道路分譲住宅地として

秋頃から整備する計画がございました。既存公衆用道路を利

用しての抜け道があるものの道路法としては、幅員が規定に

届かず行き止まり道路となるため、防災上の観点、居住者の

利便性の観点から農地の一部を道路として提供できないかと

分譲住宅整備事業者から依頼がありました。これは、地元の

定住促進、地元との利便性の向上にもつながることから、こ

の計画に同意し道路拡幅に協力するため、今回申請したもの

です。この案件につきましては、昨年 8 月の除外申請にて同

意を得ており将来的には市に寄付する予定ということです。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準は集落接続

に該当するものと考えられます。 

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

受付番号 5 番の高速道路に関してですが、一部出入り口あ

たりが細い田となっておりますが、農耕車の通行を妨げにな

らないか否か心配ですが、問題はありませんか。 

農作業等には支障の無きよう、説明を受けておりますので

特に問題はないと思われます。ご理解の程よろしくお願いい

たします。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

他に何かございませんか。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 129 号

農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請承認について賛成

の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議案へ進みます。 

議案第 130 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

事務局に説明を求めます。 

＝議案第 130 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は件数 114 件 田畑含めまして 228 筆の申請がありま

した。筆数として田は227筆 畑は1筆で、面積は 田390,063

㎡ 畑 2,593 ㎡ 計 392,656 ㎡です。 

今回、新規設定のみ説明いたします。24 番ですが、近隣の

法人に新規設定するものです。従来から福野地域の認定農業

者であり、家族で農繁期も含めて作業をしていましたが、高

齢となってきたため、受け手を辞めて法人に委ねるものです。

場所は、旧福野町のエリアになりますが、通作距離におき

ましても特に問題はなく面的に集約されます。25番から 31 番

にかけても同じ法人が受けることになります。 

34 番ですが、離農により法人に委託したもようです。38番

ですが、仲間田でしたので併せて法人へ委託するということ

で付け替えとなります。39 番ですが、前耕作者の離農による

もので法人への新規設定となります。40 番につきましても仲

間田であり、法人への付け替えとなります。41 番につきまし

ても、前耕作者の離農による移転です。42番につきましては、

福野駅裏の○○工業の周辺で未整備地区の田であり、離農に

よる新規設定であります。43 番ですが、○○法人の関係であ

りますが、設定地は法人である（株）○○のぶどう栽培用地

として新規設定します。現在の（株）○○の集積面積は、立
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

野原地内を中心に約 9ha となっております。 

77 番は○○農協仲介で苗島地内でありますが、前耕作者の

離農によるもので、隣集落の認定農業者へ新規設定するもの

です。79 番につきましては、百町地番の仲間田ということで

離農者からの付け替えです。85 番及び 86番ですが、あっせん

を受けた仲間田の残地ということで、新規設定となります。 

相対若しくは農協仲介の新設定は以上ですが、99 番からは

中間管理機構を通したものであります。 

99 番は、基盤強化法から中間管理機構へ変更するというこ

とで、耕作者の変更はございません。100 番から 102 番につき

ましては、規模縮小したことによるものです。103 番及び 104

番ですが、完全に離農するということで認定農業者へ設定す

るものです。105 番から 114 番まで、砺波市在住の方が所有し

ており、砺波市の法人へ利用権満了によって、中間管理機構

へ新規設定ということになりました。 

流動化面積は、392,656 ㎡の新規・再設定等の移動がござい

ました。農地流動化の状況ですが、前回と比較しまして 0.1

ポイントの増でした。申請の主な状況ですが、井波地域の法

人へ集約が増加したといえます。 

いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項及

び、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 2項の条

件を満たしているものと考えます。 

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 130 号

農用地利用集積計画（案）の案を除きまして決定について賛

成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議案へ進みます。 

議案第 131 号 農地の地目変更登記申請の取り扱いについ
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議長 

事務局 

て事務局に説明を求めます。 

＝議案第 131 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

利賀地域の土地で、今回非農地として判定したいものです。

田 3,349 ㎡ 畑 270 ㎡ 計 3,619 ㎡で原野として申請し

たいということです。

地権者等の情報ですが、筆数合計は、25 筆で地権者は利賀

村在住の方 1 名と市内在住の方 1 名、市外在住の方 2 名で県

外の方お一人の、5 名の方の農地です。

昭和 40 年頃には既に原野化し、復元は不可能ということの

判断を下しました。先程、農地法第 3 条で○○シェフのレス

トラン構想という話もあったかと思いますが、レストラン事

業に関する案件でもあります。

現地は阿別当の交差点を右折し、車で 10 分ほどの田島橋付

近になります。建物等が建築されていましたが、既に取り壊

しが進んでおります。高低差があり使用しづらい土地であり、

雑木が多く生えていることから、それをまず伐採し、伐根作

業をしなくてはならない状況でした。年末に雪が少なかった

ということもあり、木の伐採等の作業をすることが重要だっ

たと思われます。離村された地権者的は、年に何回か来て保

全管理しているといったところです。今回、この土地につき

ましては、レストラン構想における建物敷地であります。ま

たその建物の細かな部分の配置図を資料編に記載してござい

ます。下半分が飲食等、レストラン宿泊等を整備したいとい

う計画、上部では、園地として利用していくといった考えで

あります。今回、非農地証明を持ちまして、所有権移転、並

びに建物等の建築を進めていく予定です。

田島は、農業振興地域外の山間地であり、耕作を中断され

まして約 50 年以上が経過しているところです。

ここまでに至るまでかなりの時間を要したのは、山の中で

ございますので、公図の修正、二重登記等に時間を費やした

ことをお聞きしております。赤線や青線もあり、処理が思っ

た以上煩雑だったようです。この事業につきまして大掛かり

な面積等の建物、農地との一体化として取り組みを進めてい

るところです。当然、多額の事業資金等がかかってくるわけ

ですが、融資先もその相談を受けながら進めており、地方創

生の観点からも問題はないと思われ、ようやく申請まで至っ
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事務局 

議長 

会長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

たということです。

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

担当の農業委員として少し説明いたします。 

この田島は、昭和 40年代頃には廃墟となり現在は誰も住ん

でいないところです。申請された方の中で１軒だけ住んでい

た方が転居された後、東京の○○大学が借りて使用していた

時期がございます。建物は積雪の多さで何回も修繕しており、

やむを得ず出て行くことになり廃村状態です。そこに、レス

トラン構想を描き、申請者の方は全国的に有名で、料理の腕

前には自信がおありのようです。1泊 2食付で○万円ほどのよ

うですが、場所云々ではなく、どんな状況においても、料理

を食べに来られると自信を持っておられますので期待したい

です。この場所を農地法の 5 条申請にするか、非農地として

取り扱うか否か迷いましたが、農業会議においても協議して

いただいた結果、非農地認定とするものです。 

何かございますか。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 131 号

農地の地目変更登記申請の取り扱いについて賛成の方は挙手

をお願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。 

続きまして、次の議案へ進みます。 

報告第 60 号農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書につ

いて、事務局より説明を求めます。

＝報告第 60 号について議案書をもとに既読・説明＝
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事務局 

事務局 

議長 

議長 

議長 

事務局 

今回は、41 件の届出を受理しました。面積は、田のみ

69,682 ㎡ です。 

受付番号 1番及び 2番、4番及び 5番につきましては、今後

は別の認定農業者が耕作予定です。 

受付番号 3 番及び 6 番、7 番から 23 番までは○○農産が耕

作する予定です。 

 受付番号 24 番から 34 番につきましては、議案番号第 129

号受付番号 3番の一時転用に関するものです。 

受付番号 35 番につきましては、転用申請はまだですが、分

家住宅の建築予定があるため解約するものです。 

受付番号 36 番及び 40 番につきましては、今後は中間管理

機構を通して再設定するものです。 

受付番号 37 番及び 38 番につきましては、議案番号第 129

号受付番号 1 番の農業用施設及び倉庫に転用するため解約す

るものです。 

受付番号 41 番につきましては、議案番号第 128 号受付番号

1番の案件に関するものです。 

これらについて、何かご質問、ご意見などございますか。 

 （意見、質問なし） 

特にご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告第

60号農地法第18条第 6項の規定による通知書について終わり

ます。

続いて報告事項へ進みます。 

報告第 61 号農地法第 30 条第 1 項の規定による利用状況調

査について、事務局より説明を求めます。

＝報告第 61 号について議案書をもとに既読・説明＝

今年度の農地パトロールについて、時期が遅れましたが、

平、上平、利賀地域におきまして実施したところです。過去

の非農地であったところ、共済細目書ベースで不作付である

ところを農業委員、最適化推進委員でパトロールしたものが
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事務局 

議長 

議長 

議長 

委員 

事務局 

委員 

まとまりました。 

耕作可能である緑色は、2年以上作っていないが、草刈り等

すれば再生可能であります。黄色は、5年以上経過しており、

簡単な重機で作業をすれば耕作可能であるものです。復元可

能ということは、十数年経過しているとか、また再生は多少

厳しいかと思われたところです。従って、3種色分けしたとこ

ろでありますが、今回、耕作可能や復元可能と判断したとこ

ろです。平、上平、利賀地域で 172,366 ㎡でありました。細

かな内訳としまして次ページから記載してございます。平は

157 筆 52,654 ㎡、上平では 75筆 38,445 ㎡、利賀では 178

筆 81,267 ㎡と集計されています。 

一覧表のとおり、所有者が県外や市外の方が多く、離村さ

れているものですからよくご理解されないままでいるようで

あります。実際、南砺市に戻り耕作できるか否かですか、意

向調査も含めて進めてまいりたいと思います。 

これらについて、何かご質問、ご意見などございますか。 

 （意見、質問なし） 

特にご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告第

60号農地法第18条第 6項の規定による通知書について終わり
ます

他に何かございますか、 

事務局からは、所有者にはどのように通知をされましたか。

今後どのように利用されるのか、例えばあっせんを受けま

すか、中間管理機構に預けますか、といったようなことなど

簡単な調査票を通知予定です。おそらく中間管理機構を正直

望まれるのではないでしょうか。実際、担い手の確保が厳し

いという現実で、最小限の耕作ができるような状態まで管理

できれば、新たな耕作者が出て来られるのではないかと期待

しております。まずは自身の田畑の状況を把握いただき、今

後の農地のあり方について意向をとるものです。 

大事なことですので、今後も続けていくようお願いします。
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議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

委員 

他に何かございませんか。 

無いようですので、その他にうつります。 

 その他について事務局からお願いいたします。 

 ＝その他について説明＝ 

（農業委員会研修会について） 

（小委員会の日程について） 

本日の議案審議、報告事項はすべて終了いたしました。 

全体を通して何か他にございませんでしょうか。 

活動費についてお願いをしたいと思っております。 

私の担当地域の集積率は 8 割程度となっております。実際

には中核農家と営農組合員がやっている研修会では、人・農

地プランを作って集積をあげてくださいという指導でした

が、あと 5 年もすれば９割りぐらいはいけるかと思っており

ます。集積については黙っていても今のままでいくと９割く

らいは持続できるかと思いますが、営農組合は大変だと思い

ます。９割になりました、といっても半分は営農組合で、し

かも高齢者が頑張っているという現実があります。定年の 60

歳で営農組合に加入する人は誰もいないのです。営農組合の

会議でも組合長等の参集をしたとき、農業委員という肩書で

案内を出してもピンとこないようです。農業委員の仕事は許

認可の仕事だということだけだと思っているようです。研修

会では、地域の集積を集約に、耕作放棄地をどう止めるかと

いうことですが、そこで稼働の見返りを何か考えてもらえな

いかというご相談です。昨年も同様にお願いはしたのですが、

教育委員会と同等な扱いなのでご理解いただきたいというこ

とでした。今年は、昨年より今後ますますこのような状況に

なると見込まれます。教育委員会と同等な活動としてお取り

扱いいただきますようご検討の程よろしくお願い申し上げま

す。 



 15

事務局長

議長 

今ほど○○委員が言われたとおりでありまして、集積は進

んできておりますが、集約といったことも非常に大事になっ

てきます。作業効率を進めていくうえでも話し合いを進めて

いただきたいと思います。 

集落営農はどこも後継者問題を非常に多く抱えており、議

会の質問の中でもそのようなことを受けております。その中

においてでも、専従者を確保するといったようなことは、や

はり必要なのではないかということで、自分たちの農地は自

分たちの集落内の人だけで守っていきたいというのが本来の

姿でありますが、外部からの人間を受け入れるといったよう

な選択も必要ですし、そのような勇気を持った取り組みも今

後我々もご相談があれば進めていかなくてはならないと思っ

ております。その中で、人・農地プランを今後推進していく

うえで、○○農協においてでも話し合いの機会も進められて

いますし、○○農協、○○農協でもそうなのですが、その中

へ是非、農業委員の方々も入っていただきたいので、今ほど

言っておられたそれに見合ったような報酬といった金額は難

しいかもしれませんが、予算の範囲内で考えていきたいと思

います。このようなお話は初めてお聞きしたもので、そのよ

うな中に入っていただきたくといったようなことを推進して

いただくといった意味においても、少し検討させていただけ

ませんでしょうか。特に、教育委員会に習っていくことはな

いと思いますので、農業委員会としてどのようにしていくか、

していくべきか内部においても協議していきまして、次回ま

でにすぐお答えできるか否かわかりませんが、来年度の取り

組みとしてどんどん進めていきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○○委員がおっしゃったことはごもっともなことです。特

に富山県は集落営農が全国的においても進んでいるところで

あります。富山県では○○農協から始まって大変進んでいま

す。全国的にそこまで達していないところもありますので、

人・農地プラン、推進委員を設けて指導されておりますが、

農業委員は積極的に入っていってほしいということを言って

いますが、私たちは身体だけで行っているのではありません。

予算執行の団体ではありませんのでやりにくいところです

が、口先だけで業務を行っているのではありませんから、難

しい話になります。次の段階で集落営農を考えていかなくて
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議長 

議長 

議長 

議長 

はなりません。常に先行くものは何か新しいことを考えてい

かなければならないと思っております。今、スマート農業が

出てくる、耕作放棄地が出てくる、両極端なものが出てきて

いるものですから、農業委員会としてどのように捉えていく

かなど問題があります。南砺市でも委員の報酬が下がってき

ております。合併当初と比較してみても、雲田の差がでてい

ます。予算がないところで物事をやっていくのは大変で困難

なことでございます。県の農業会議ではそのようなことは一

切言わず、積極的に取り組んでくださいと言っています。 

ある座談会では、外国人労働者に対してどのような対応を

しているかをお聞きしたところ、溶け込んでいるとのことで

す。外国人労働者を雇いやすい環境にあるとの意見でした。 

農業というものは次々と新しいものが出てきますので、そ

の都度取り組んでやっていきたいと思っております。また、

皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

その他、何かございますか。 

○次回の農業委員会 令和 2年 3月 4日(水) 午後 2時 

 以上で、南砺市農業委員会第 32回総会を閉会いたします。

（閉会時刻  午後 3時 15 分） 

議事録が正確であることを証します。

  令和  年  月  日

議事録署名委員

議事録署名委員

会     長


